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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 4,540 ― △253 ― △231 ― △537 ―
20年3月期第3四半期 4,494 △8.7 △295 ― △246 ― △201 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △82.43 ―
20年3月期第3四半期 △30.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 6,641 2,572 38.3 389.77
20年3月期 6,688 3,264 48.2 494.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,540百万円 20年3月期  3,224百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,000 15.0 6 ― 44 ― △380 ― △58.39

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。 
 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、本資料に掲載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異
なる結果となる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  6,527,200株 20年3月期  6,527,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  8,910株 20年3月期  6,710株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  6,519,377株 20年3月期第3四半期  6,520,812株









５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 468,298 607,839

受取手形・完成工事未収入金等 1,314,998 2,305,809

未成工事支出金 1,909,142 559,275

材料貯蔵品 66,686 61,929

商品 1,223 2,974

仕掛品 － 144

繰延税金資産 21,358 35,137

その他 74,414 64,742

貸倒引当金 △2,977 △2,950

流動資産合計 3,853,144 3,634,902

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,243,131 1,242,648

機械・運搬具 240,787 248,873

土地 901,701 886,683

リース資産 7,620 －

その他 154,854 157,495

減価償却累計額 △1,030,255 △1,006,650

有形固定資産計 1,517,839 1,529,049

無形固定資産   

その他 12,496 13,006

無形固定資産計 12,496 13,006

投資その他の資産   

投資有価証券 500,896 752,399

繰延税金資産 289,139 379,546

その他 864,362 552,457

貸倒引当金 △396,105 △172,467

投資その他の資産計 1,258,292 1,511,936

固定資産合計 2,788,628 3,053,992

資産合計 6,641,773 6,688,895



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,048,189 1,779,947

短期借入金 1,370,000 460,000

未成工事受入金 681,040 165,101

賞与引当金 34,795 60,665

役員賞与引当金 1,550 2,050

完成工事補償引当金 349 275

工事損失引当金 14,551 －

その他 178,086 203,402

流動負債合計 3,328,562 2,671,441

固定負債   

長期借入金 35,000 57,500

退職給付引当金 523,405 525,987

役員退職慰労引当金 166,387 159,641

リース債務 7,112 －

その他 8,601 9,456

固定負債合計 740,506 752,584

負債合計 4,069,069 3,424,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 932,770 932,770

資本剰余金 695,280 695,280

利益剰余金 1,091,983 1,629,383

自己株式 △3,377 △2,805

株主資本合計 2,716,656 3,254,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △176,049 △30,359

評価・換算差額等合計 △176,049 △30,359

少数株主持分 32,096 40,599

純資産合計 2,572,704 3,264,869

負債純資産合計 6,641,773 6,688,895



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 3,600,730

兼業事業売上高 939,477

売上高合計 4,540,208

売上原価  

完成工事原価 3,492,420

兼業事業売上原価 774,382

売上原価合計 4,266,803

売上総利益  

完成工事総利益 108,309

兼業事業総利益 165,095

売上総利益合計 273,404

販売費及び一般管理費  

役員報酬 146,174

従業員給料手当 131,297

賞与引当金繰入額 17,092

役員賞与引当金繰入額 2,100

退職給付引当金繰入額 7,533

役員退職慰労引当金繰入額 9,752

貸倒引当金繰入額 4,002

その他 208,765

販売費及び一般管理費合計 526,717

営業損失（△） △253,312

営業外収益  

受取利息 943

受取配当金 17,481

その他 14,366

営業外収益合計 32,791

営業外費用  

支払利息 10,745

その他 702

営業外費用合計 11,447

経常損失（△） △231,969

特別利益  

固定資産売却益 3,671

投資有価証券売却益 4,276

特別利益合計 7,947



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別損失  

固定資産除却損 398

投資有価証券売却損 3,819

投資有価証券評価損 2,742

貸倒引当金繰入額 223,289

特別損失合計 230,250

税金等調整前四半期純損失（△） △454,272

法人税、住民税及び事業税 7,171

法人税等調整額 83,958

法人税等合計 91,130

少数株主損失（△） △8,002

四半期純損失（△） △537,400
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